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【Period of Eligibility】
(For Digitalization Purchases)

2020.4.1～2022.9.30

Deadlines for
Application

Eligibility for the Subsidy

（1）Those running businesses 
in Hamamatsu City

（2）Those businesses whose sales for 
2021 have decreased in comparison 
to 2019 or 2020 by over 10％

（3）Those businesses whose sales for 
2021 have decreased in comparison 
to 2019 or 2020 by over 10％

Necessary Documents for Application

（1）Application Form

（2）A document showing your sales for 2021 and a
document showing your sales for 2019 or 2020

（3）A photo showing where you have implemented digitalization

（4）A receipt and invoice for the items you have bought

（5）A document which proves your business is in Hamamatsu City

Subsidy Amounts

・Corporations: 200,000 Yen

・Individuals: 100,000 Yen

Applications can only be made once

Hamamatsu City is offering a subsidy to 
businesses (running prior to 2019) that are 
attempting to digitalize

か

はままつ し しんがた かんせんしょう たいさく か ほじょきん

浜松市新型コロナウイルス感染症対策デジタル化補助金

ねん まえ はままつし じぎょう かた

2019年より前から浜松市で事業をやっている方が
じぎょう か すす たい ほじょ

事業のデジタル化を進めるのに対して補助するものです

うけつけ きかん

受付期間

たいしょうきかん

対象期間
しんせい うけつけび

申請受付日

ほじょ たいしょうしゃ

補助対象者

はままつし かいしゃ けいえい

浜松市で会社を経営している

はままつし ぜいきん はら

浜松市に税金を払っている

ねん うりあげ ねん ねん くら いじょうさ

2021年の売上が2019年か2020年と比べて10％以上下がっている

ほじょ きんがく

補助金額

ほうじん まんえん

法人 ２０万円

こじん まんえん

個人 １０万円

しんせい かい

申請は1回まで

ひつよう しょるい

必要書類

しんせいしょ

申請書

ねん うりあげしょるい ねん ねん うりあげしょるい

2021年の売上書類、2019年か2020年の売上書類

か しょるい

デジタル化がわかる書類

こうにゅう もの りょうしゅうしょ

購入した物のレシートや領収書

はままつし かいしゃ しょるい

浜松市に会社があることがわかる書類

【Application Period】
2022.6.1～2022.10.31



☆A machine which allows cashless transactions

①Apply online via the Hamamatsu City Website

☆A tablet for management of 
reservations or online orders

②Send your application via post

問合せ

〈Application Forms available here〉

とい あわ

問合せ

Hamamatsu City COVID-19 
Preventative Measures Digitalization
Subsidy Office

〒430-0944 Izumoden Gojokai Tamachi Building, 3rd Floor, 
Tamachi 324-3, Naka-ku, Hamamatsu

Phone:053-489-5576

☆A computer for online meetings

The following initiatives for 
digitalization are considered eligible

How to Apply

と く たいしょう

このような取り組みが対象です

よやく かんり

予約管理のタブレット

かいぎ

オンライン会議のためのパソコン

けっさい きかい

キャッシュレス決済のための機械

しんせい ほうほう

申請方法

はままつし しんせい

浜松市ホームページからのＷＥＢ申請

ゆうそう

郵送

しんせい

〈申請フォームはこちら〉

はままつししんがた かんせんしょうたいさく

浜松市新型コロナウイルス感染症対策
か ほじょきん じむきょく

デジタル化補助金事務局でんわ

電話

はままつし なかく たまち いずもでん ごじょかい たまち

〒430-0944 浜松市中区田町324-3 出雲殿互助会田町ビル3F


